
 

 

着実に減少 こどもへのツケ 

決算審査特別委員会（10/26-28）でわかったこと 
 

浜松市議会は 10 月 26-28 日に「決算審査

特別委員会」を行いました。私は 3年連続で

委員として参加しましたが、改善のタネが尽

きることはありません。 

決算審査は、事業ごとの費用対効果や財政

全般についてのチェックを行います。今月号

は、財政全般の概要と、私が行った総括質疑

の内容、審査を通して感じたことなどをご報

告します。 

行政のチェックというと、行革審や事業仕

分けをイメージする人が多いかもしれません

が、本来は議会がすべき仕事であり、まさに

「決算審査」がその役割を担っています。今

号はその中で気づいたことをお伝えします。 

 

１．やすとも市長のバランスシート 

今年 1月に受講した研修で「市長のバランスシート（貸借対照表）」という概念を聞き

ました。これをもとに平成 21年度の連結決算データを使って「やすとも市長のバランス

シートを作成しました。 

バランスシートの左下「こどもへのツケ」が年々減っているのがわかります。やすとも

市長は「こどもにツケを残さない」財政運営を進めています。私は高く評価します。 

図の作り方や解説は、説明するスペースがありませんので、お手数ですが私のブログ 

「創ろう！元気な浜松」 10 月 29 日の記事「市長のバランスシート」からリンクしてい

る「研修報告書」、もしくは「後援会だより 22 年 2月号」をご覧ください。 

 

２．会計規模は 4628 億円（総会計） 

  一般会計＋企業会計＋特別会計－重複分＝4628 億円となりました。そのうち一般会計

は、歳入が 2840 億円で平成 20 年度の 2834 億円から 6 億円の増となりました。 
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３．税収減は 87 億円 

歳入は増えましたが、この多くは「定額

給付金（約 130 億円）」など国からの補助

金です。 

一方、歳入の根幹となる「市税」は、20

年度 1369 億円だったものが 1282 億円と、

87 億円もの減収となりました。法人市民

税の減（79 億円）が大きく響きました。  

一般会計の実質収支（最終的な収支残）

が 59 億円でしたので、企業でいえば、 

まさに、一度に黒字が吹っ飛ぶくらいの大

幅な減収だったことがわかります。 

 

４．投資的経費は 537 億円 

こうした中、財政運営にはかなりの苦労

がうかがえました。たとえば歳出の中に、

「投資的経費（いわゆる公共事業等）」と

いうものがあります。 

平成 19 から 26 年度までの「中期財政計

画」では、毎年「550 億円から 600 億円程

度を確保する」としていましたが、背に腹

は変えられぬ状況の中、537 億円に止まり

ました。 

他の議員から「もっと投資すべき」との

意見がありましたが、私はこれまでの公共 

投資の経済効果には疑問を持っています。 

また、自由に使えるお金のうち固定的経

費の占める割合（経常収支比率）が、

89.2%とますます財政の硬直化が進んでい

る中、「まずは財政健全化を進めるべき」

と意見を述べました。 

  

５．総市債残高は 5291 億円 

浜松市は「中期財政計画」で「総市債残

高を平成 26 年度末に 5000 億円未満にす

る」という目標を掲げています。 

 平成 17 年度に 5717 億円だった総市債残

高は、5291 億円にまで圧縮しました。 

5000 億円の目標を早く達成し財政健全

化にメドがつけば、収支均衡の範囲で、将

来への積極的な投資を行っていけばよいと

思います。 

  

６．注意が必要「臨時財政対策債」 

市債は減っていますが、気をつけたいの

が「臨時財政対策債（臨財債）」です。 

これは「地方交付税」とセットになってい

る制度で、本来、国が「地方交付税」とし

て配分すべきお金なのですが、国にも財源

がないために「あとから交付税で補てんし

ますから、とりあえず借金しておいてくだ

さい」というものです。 

21 年度の発行額は 84 億円。20 年度の

60 億円、19 年度の 47 億円から着実に増え

ています。 

今、国の特別会計の事業仕分けが行われ

ていますが、国の「地方交付税特別会計」

には埋蔵金どころか、借金の山があります。

そんな中で、「後から補てんする」といわ

れても、私には全く信じられません。 

 したがって「借金は借金」。こどもや孫

へのツケには変わりありません。 

  

★ちょっと古いデータですが、わかりやす

い説明があります。ネットでご覧ください。 
（元大分県臼杵市長さんの解説文） 

http://www.city.usuki.oita.jp/from3/004.pdf 

  

７．進む「公会計改革」 

財政のすがた（本編・資料編）は、でき

るだけわかりやすく市民のみなさんに情報

をお伝えしようと作成しているものです。 

財政のすがたは「浜松市 HP→IR 情報･財政」 
からご覧になれます。 

ご覧いただいてわからない点があれば、

お気軽にお問い合わせください。 

  

今回、日本中に先がけて浜松市が作成し

た資料があります。それが資料編 P58-59

の「主要都市の財政指標」です。これは、

今年 3 月、総務省が示した「活用指標」に

基づき、浜松市が主要都市のデータを分析

し一覧表にしたものです。本編 P30-31 に

指標の解説がありますので、あわせてご覧

ください。 

 

特筆すべきは「将来世代負担比率」です。

20 年度 14.1％、21 年度 13.3％と改善して

いるほか、他都市と比べても負担割合を抑

えているのがわかります。「こどもにツケ

を残さない」市長の政治姿勢がここからも

うかがえます。 

 

また「基礎的財政収支（プライマリーバランス）」

は、案外、他都市も改善しており、赤字の 



自治体は政令市では３市だけで

した。歯を食いしばってガンバ

っているのは浜松だけでないと

いうことがわかります。 

  

 「住民一人当たり人件費・物件

費等」が高いことがわかりまし

た。委員会で指摘したら、会議

終了後、「人件費は高くないが、

物件費が高いようだ」との説明

を受けました。「物件費」は委託

料や購入費などですが、今後の

調査が必要です。 

  

 これまでの「決算審査」は 年間のおカ

ネの出し入れのみをチェックしていました

が、資産（ストック）の評価もしっかり行

い、民間の会計手法を活かした分析を進め

なければいけません。 

 長く続いた「大福帳」時代の管理から、

発生主義によるマネジメントへ、公会計も

進化しています。議員もしっかり使いこな

さねばいけません。 

 

８．決算とマネジメント 

地方自治法 2 条 14 には、次のように書

かれています。 

 『地方公共団体は、その事務を処理する

に当たっては、住民の福祉の増進に努める

とともに、最少の経費で最大の効果を挙げ

るようにしなければならない』。 

  

よく「役所は民間企業と違う」との声を

聞きますが（「赤字でもしょうがない」と

でも言いたいのでしょうか･･･）、法律でも

「最少の経費で最大の効果」を挙げるよう

にうたっているのです。 

したがって、効果・成果をキチンと評価

する仕組みが必要です。 

  

今回の決算審査では、「政策・事業シー

ト」や「戦略計画評価レポート」など、行

政マネジメントツールを活用して事業の分

析を行った議員が数人いました。非常によ

いことだと思います（当たり前かもしれま

せんが･･･）。 

ある議員は、「政策・事業シートがなか

った時の決算審査って、何をやっていたん

だろうと思う･･･」と話していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうしたツールも、多くの議員が活用し

市政改善につなげていかねばなりません。 

 

①政策・事業シート 

市の行っている全事業（1000 くらいあ

ったと思います･･･）について、事業の目

的や内容、投入したお金、活動実績などが

記載されているシートです。昨年度、全部

で 3000 ページを超えていましたが、今年

度はさらに作りこみが進んでいたので、さ

らに増えているんじゃないでしょうか。 

キチンと記載している部局、そうでない

部局がよくわかりました。また書いてあっ

ても「成果（アウトカム）」と「実績（ア

ウトプット）」が区別されていないところ

がありました。 

精度の向上をめざしてほしいと思います。 

  

②戦略計画 2009 評価レポート 

各部局は「浜松市戦略計画」に基づき、

部局戦略計画を作ります。今、浜松市は、

この「戦略計画」を核にしてマネジメント

を行っていますので、この進捗をチェック

することは重要です。 

戦略計画 2009 評価レポートでは、目標

に掲げる指標に対し、全く達成できていな

い部局がありました。他にも目標数値があ

いまいなものや、目標意識の低い部局、部

長と課長以下の温度差を感じる部局など、

多くの課題が見つかりました。 

 

決算審査が終わって、ホッと一息つくの

でなく、そこで出された改善のタネをさっ

そく取り上げてもらわないといけません。 

引き続きチェックしていきます。 
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○最近のブログから「ユニバーサル社会」（10/31） 

 

 

アクトシティ浜松を舞台に「国際ユニヴァーサルデザイン会議」が行わ

れています（11/3 まで）。 

また展示イベントホールでは「浜松ほっとコーナー」を運営しています。

企業や団体、大学などの展示ブースの他、ステージでは多くの市民が参

加し、「UD 都市浜松」を演出しています。 

オープニングでは浜松の大きな特徴である外国人市民のみなさんがイ

ベントを盛り上げていました（写真）。 

 

「ユニバーサルデザイン（UD）」という言葉の認知度は徐々に上がってき

ています。「バリアフリー」が障がいのある人などの不便さ（バリア）を取り除

こう（フリー）というのに対し、UD は障がいの有無はもとより、年齢や国籍

などすべてを超えて暮らしやすいまちを作って行こうという考え方です。 

浜松市は他都市に先がけて「UD 条例」を制定するなど、UD 社会づ

くりに積極的に取り組んでいます。しかし、市民満足度はまだ低く、ハー

ド・ソフトともにさらなる充実が求められています。 

 

  最近、娘が松葉杖生活を送っています。これまで全く気にしていなかっ

た生活環境が、いかにバリアだらけだったのかよくわかりました。 

加えて、「ハード」もさることながら、やはり大切なのは「ハート（心の

UD）」だということも・・・。 

  

★創ろう！元気な浜松【浜松市議会議員 田口 章】 
http://taguchi-hamamatsu.cocolog-nifty.com/blog/ 

 ★創ろう！元気な浜松 （新たに「はまぞう」にも開設しました。内容はほぼ同じです） 

http://taguchi.hamazo.tv/ 

  

１ ０１ ０１ ０１ ０ 月月月月 のののの 主主主主 なななな 活 動活 動活 動活 動
03(日) 入野地区子ども会連合会球技大会 

     入野地区戦没者慰霊祭 

     連絡事務所引っ越し 

05(火) 行政評価セミナー（大阪） 

07(木) 会派ミーティング 

     入野地区自治連会議 

08(金) 市内視察（浜松特別支援学校） 

09(土) 入野地区秋まつり 

     浜松三田会創立 100 周年記念式典 

10(日) 入野地区秋まつり 

12(月) 文教消防委員会 天竜区視察 

13(水)～15(金) 文教消防委員会視察 

      （北九州市・八女市・岐阜市） 

16(土) SUN 会館内覧会 

17(日) 浜松市労福協まつり 

19(火) 市長への政策提言 

20(水) 慶応義塾全国議員連盟総会・勉強会 

23(土) 浜松市小学校陸上大会 

     浜松市消費生活展 

24(日) 入野町全町体育大会 

     大平台体育祭 

25(月) 会派ミーティング 

26(火)～28(木) 決算審査特別委員会 

31(日) ユニヴァーサルデザイン会議 in 浜松 

  

１ １１ １１ １１ １ 月月月月 のののの 主主主主 なななな 予 定予 定予 定予 定
02(火) 入野中ふれあい体験 

03(水) 入野地区老人クラブ連合会運動会 

     ふれあい広場（ガーデンパーク） 

04(木) 浜松市教育研究発表会（蜆塚中） 

06(土) 中体連駅伝大会（ガーデンパーク） 

07(日) 入野地区社協福祉まつり 

     さなるチャレンジカップ 

09(火) 文教消防委員会 

     連合浜松との意見交換会 

10(水) 浜松市労福協 市長との懇談会 

11(木) ひとりひとりにいい声かけデー 

     （全市一斉のあいさつ運動） 

     全員協議会 

     入野地区自治連会議 

12(金) 入野小学習発表会 

13(土) スズキ労連政策制度研修会 

15(月) 浜松市長を囲む会 

16(火) 文教消防委員会市内視察 

18(木) 本会議（11 月定例会開会） 

19(金) 浜松市小体連総会 

     連合浜松地協大会 

20(土) 火伏せの丘楽市（入野中フリマ） 

22(月) 浜松市労福協講演会 

26(金) 全員協議会・本会議（代表質問） 

27(土) 浜松市薬剤師会講演会 

29(月) 本会議（代表・一般質問） 

30(火) 本会議（一般質問） 

  

【田口 章 プロフィール】昭和３７年１月２３日生（４８歳） 

昭和５９年  慶応義塾大学法学部法律学科卒業、鈴木自動車工業㈱（現スズキ㈱）入社（㈱スズキ自販三重、四輪営業推進部） 

平成 ６年  スズキ労働組合専従役員 （教宣局長、自動車総連派遣役員、高塚支部長、書記長、副中央執行委員長） 

平成１９年  浜松市議会議員に初当選 （環境経済委員会、大都市制度調査特別委員会） 

平成２０年  （建設委員会、行財政改革推進特別委員会、決算審査特別委員会） 

平成２１年  会派「市民クラブ」幹事長 （厚生保健委員会、大都市制度調査特別委員会副委員長、決算審査特別委員会） 

平成２２年  文教消防委員会副委員長（現職）、行財政改革推進特別委員会（現職）、 決算審査特別委員会 

○好きな言葉・・・「おもしろきこともなき世をおもしろく」「今より早いときはない」「俺がやらなきゃだれがやる。今すぐしなけりゃいつできる」 

○趣味・・・オートバイ（愛車はイナズマ 1200）・歌を歌うこと・カレーつくり 

○家族構成・・・妻・長男（高２）・二男（中３）・長女（大３・別居）の５人家族＋カメ 3 匹（イシガメ、クサガメ、ミドリガメ） 


